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第１章
１

ポストコロナと新たな劇場整備のあり方

ウィズコロナにおける取組

（１）ウィズコロナによる社会への影響
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で休業を余儀なくされていた劇場等がゆるやかに再開
の兆しを見せている。緊急事態宣言下においても、映像配信による取組など各劇場が自ら
工夫し、文化の灯を消さないように努力してきた。
・緊急事態宣言の解除後は、適切な感染症拡大防止の取り組みを講じたうえで、ソーシャル
ディスタンスを確保し、各施設が試行錯誤しながらウィズコロナを乗り越えようとしている。
【各劇場が取っている対策の例】

ホールのスライディングウォールを開け、広場と一体で利用

ホールの席数をおよそ 1/3 に（高知市文化プラザかるぽーと）

（立川ステージガーデン）

（事務

・ウィズコロナでは社会経済の変化とともに、新たな価値観が生まれている。メディアに
おいても、多様なやり方で文化芸術やエンターテイメントを盛り上げようとしている。
・こういう時こそ、新しい価値観を取り入れながら、文化の灯を絶やさぬよう、文化芸術施策を
推進する力が行政には求められる。
【ウィズコロナによる環境の変化】
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（２）国、神奈川県、横浜市の取組
ア

国補正予算における文化芸術への支援
対象

内容

金額

1 活動継続への支援 ・・・活動の継続に向けた積極的な取組等の必要な経費を支援
①
②

③

フリーランスの実演家等
より積極的な取組を行う
フリーランスの実演家等
小規模な文化芸術団体

プロの実演家・技術スタッフの活動（稽古場の確保、制作準備等）
簡易な手続き・審査

20万円まで

①に加えて、動画収録配信による活動の発信、発展的な取組を
追加して行う

150万円
まで
応募可能

小規模団体の、感染症対応の企画（動画収録配信、広報
コンテンツ、感染症防止に対応した集団練習等の実施）
※複数共同も可10者1,500万円まで

150万円
まで

2 文化芸術団体収益力強化事業 ・・コロナ後を見据えた文化芸術団体の収益構造の抜本的な改革を促す

①

中・大規模の
文化芸術団体
※小規模も応募可能

事業規模
による
150～2,500
万円

各分野の特性を生かした新たな収益確保強化策など、
コロナ後を見据えた新たな市場開拓、事業構造等の改革の取組
取組の検証、モデルの構築を行う

3 文化施設の感染症防止対策 ・・文化施設における感染症予防対策経費を支援
・赤外線カメラ・空気清浄機・消毒液の設置、再開のための
環境整備等
・補助率 １／２
博物館が「時間制来館者システム」を導入することにより、
博物館
②
混雑緩和とチケットレスを図る。
時間制来館者システム
・補助率 ２／３
最先端技術を活用した文化施設の収益力強化事業
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・・新しい鑑賞モデルの実践などコロナ後を見据えた取組支援
①

文化施設
（劇場、音楽堂、
博物館等）

①

公益性のある舞台
芸術団体・劇場・
博物館等

②

博物館とエンタメ等
異分野連携モデル

400万円
まで
300万円
まで

・各分野の特性を生かした新しい鑑賞モデルの実践
・海外配信によるグローバル顧客の創出、高精細画像での
配信コンテンツの充実、学芸員の解説付き動画配信等

1,000万円
程度

博物館×異分野（アニメ、ゲーム、マンガ等）の連携

3,000万円
程度

5 子どものための文化芸術体験機会の創出（追加枠） ・・中止となった鑑賞教室の実施を支援
①

小中学校の鑑賞教室

・コロナ感染拡大による休校により、中止せざるを得なかった
鑑賞教室について実施の支援 追加750公演

全額

6 地域の文化芸術関係団体・芸術家によるアートキャラバン ･･地域住民参加型の活動を全国各地で実施

①

地域ごとの連携に
よるイベント

・地域の文化関係団体、芸術家、アマチュアを含む
芸術団体、フリーランス、文化芸術関係者等が、
舞台芸術、伝統芸能、国際交流公演等を実施する

1地域
5,000万円程
度

7 チケット払戻請求権放棄を寄附金税額控除とする税制改正 ･･チケットを払い戻さず寄附するしくみの導入

①

イベント参加者

・中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケットの払い戻しを受けない（放棄する）ことを
選択した人に、その金額分を寄附と見なし税優遇
（寄附金税額控除）が受けられる制度
・主催者からの申請に基づき文化庁が対象イベントを指定
・確定申告の際に、主催者が発行する「指定行事証明書」
「払戻請求権放棄証明書」とともに申告

10,000円の
チケット代
金を寄附す
ると最大
4,000円の減
税

○そのほか、事業継続に困っている中小・小規模事業者への補助
持続化給付金
中小200万円、フリーランス含む個人事業主100万円
家賃支援給付金
法人600万円、個人事業主300万円まで
雇用調整助成金
休業手当等を支払った雇用維持事業主に助成

※事務局調べ
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イ

横浜市補正予算における文化芸術への対応（５月、６月）
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ウ

神奈川県の取組
神奈川県では、各業界団体の策定するガイドラインを遵守することを前提に、劇場等
(劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場等)におけるチェックリストを設けている。
１

ソーシャルディスタンスの確保（２メートル以上（最低１メートル））
・混雑時における入場制限（整理券配布等）
・チケット・飲食物等購入時の間隔確保
・チケット確認時の接触回避
・前後左右を空けて着席等
・レジ等対面する場所にビニールカーテン等を設置
２ 従業員及び来客等の保健衛生対策の徹底
・従業員及び来客等のマスク等着用
・従業員及び来客等の手洗い・手指消毒
・従業員の体調管理、来客時の入場時体調チェック
３ 共用物の衛生管理・換気の徹底
・客席、テーブル、ドアノブ・手すり、利用設備・機材等についての消毒
・換気設備による換気、又は窓の開閉による毎時２回以上の喚気
４ 会計時等の非接触
・電子マネー等非接触型決済の導入、もしくは支払時のコイントレイの使用
５ 感染が発生した際の利用者への情報提供
・SNS等の技術を活用した、利用者に対する感染発生状況等の情報提供
（神奈川県「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために行っていただきたい取組」より抜粋）

エ

横浜市の取組
横浜市は文化施設感染症対策の基本的方針として、「横浜市文化施設における新型コロナ
ウイルス感染症対策ガイドライン（令和２年６月 12 日改訂 公表版）(※)」において、
次のような施設種別ごとの制限を打ち出している。
分類

具体的室名

主な制限内容

ホール系

大ホール、小ホー
ル、レクチャーホー
ル、 本舞台、第二
舞台、芸能ホール、
能舞台

1,000人以内かつ定員の２分の１以内
前後左右空ける着席
大声の発声、歌唱、激しい呼気の運動、出演者の
間隔を十分確保できない利用は不可
管楽器の演奏等については、飛沫拡散等に注意

展示系

展示室、ギャラリー

一人当たり４㎡（１m半径円）で展示室通路部分
を割り返した人数を同時入館上限

練習室系

リハーサル室、練習
室、スタジオ、音楽
ルーム、カルチャー
工房、音楽工房

定員の２分の１以内
大声の発声、歌唱、激しい呼気の運動、利用者の
間隔を十分確保できない利用は不可
管楽器の演奏等については、飛沫拡散等に注意

講座系

アトリエ

集会室系

会議室、集会室、
研修室

定員の２分の１を上限
身体的接触を避けられない利用は不可
定員の２分の１を上限
利用実態に応じた対応

※６月 19 日以降、国が次のステップ②に進むことが前提のガイドライン
2020 年６月 19 日から７月９日までを対象
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２

ポストコロナ社会の新しい市民生活を考える

・感染症拡大の先行きが不透明で、確実な収束の見通しを持つことが困難な状況にある。
・文化芸術を取り巻く環境も厳しい中、劇場は足踏みしながらも開演に向け取組んでいる。
徹底的な予防策を講じつつオープンしている劇場に、実演団体も観客である市民も、文化芸術の
創造と発信の場があることに、感銘を受けている人も多いはずである。
・密閉、密集、密接の３密の回避、ソーシャルディスタンスの確保、リモートワークなどの
スタイルが定着しつつある今、コロナの状況が収まりつつあっても、その先に、市民の新たな
価値観やライフスタイル(「新しい生活様式」)が引き続き定着すると考えるべきである。それを
模索しつつ、新たな劇場整備の検討に生かしていかねばならない。
・「新しい生活様式」を実践する中では、変化を取り入れていく、多様性を受け入れていく強さと
そのことによりもたらされる生活の質の高さが何よりも重要と考える。それを支えるのが文化
芸術であり、また、横浜がこれまで培ってきた進取の歴史が大きな強みとなる。
・国の「経済財政運営と改革の基本方針 2020」では、3 つの目指す社会を示している。横浜の
新しい姿を視座する上で大切なポイントでもあり、文化芸術が重要な役割を果たす。
「経済財政運営と改革の基本方針 2020」
（令和２年７月 17 日閣議決定）
第１章
２

新型コロナウイルス感染症下での危機克服と新しい未来に向けて

ポストコロナ時代の新しい未来

〇個人が輝き、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会
〇誰ひとり取り残されることなく生きがいを感じることのできる包摂的な社会
〇国際社会から信用と尊敬を集め、不可欠とされる国
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３

劇場整備を検討する上での新たな視点

（１）新たなデジタル革命への対応
・ポストコロナにおいては、国を挙げてデジタルトランスフォーメーションへの取組が推進
される。デジタルが基盤となった生活様式が進んでいくことも確実なことである。
・このことは、文化芸術、劇場においても先んじて取り組んでいく必要があるテーマである。劇場
に集中するこれまでの流れに加えて、高度な映像技術の活用により、当劇場での
パフォーマンスを全国各地に同時配信したり、世界での初演を当劇場で同時に観賞できるよう
にするなど、分散型の考え方を取り入れることで新規顧客層の開拓にも期待できる。
・また、高い芸術性と創造力の発揮に、デジタルの活用、他分野との連携、オープン
イノベーションは必須の要件である。新たな劇場が文化芸術のデジタルトランス
フォーメーションの先導的役割を果たすべきである。
（２）劇場同士のつながりの強化
・わが国には質の高い劇場が多く存在するが、これまでは、競合の関係にあったといっても過言
ではない。そのことが劇場経営としての競争力を高めてきたことは評価すべきであるが、
ポストコロナ社会では、それぞれの強みを生かした「協力し合う」関係づくりが大切である。
・昨今、中国や中東での劇場建設ラッシュが続いている。舞台芸術の上演が国際競争力に
つながっている。わが国の舞台芸術へも大きな影響を与えることが懸念される。
・新たな演目の制作、芸術性の高い海外の実演団体の招聘、舞台芸術に関わる人材の育成やコスト
軽減などには、連携が効果的である。わが国の劇場の多くは、欧州のような所属カンパニーを
有しないため、連携が行いやすい。新たな劇場はこの強みを活かし、国際競争に勝ち抜くことが
求められる。
（３）文化芸術による地域の活力
・ポストコロナ社会において、人々の行動様式は、多様化している。こうした中でも、当然のこと
ながら、我々が住み暮らす地域社会は、生活の基盤であることに変わりはない。
・横浜は、地域コミュニティの活力により、福祉、防災、環境、安全などの取組が支えられており、
市民は地域への愛着を感じながら暮らしている。こうした地域活動を支えているものの一つ
として文化芸術活動があり、シニアクラブや文化活動団体、小中学校の文化活動などが地域の
ステータスにつながっている。ポストコロナ社会ゆえに、地域の活力を大切にする取組が
求められている。
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（４）人・技術・企業を育てる
・ポストコロナ社会においては、個の自立が求められる。一人ひとりが創造力を発揮し、多様化
する社会課題に向き合える人材の育成が必要である。文化芸術に直接触れる機会が増える
ことで、人間の個としての様々な可能性を引き出せる。
・ポストコロナ社会においては、これまで以上にイノベーションによる技術開発がもたらす
活力が求められる。その際、文化芸術とのマッチングや劇場が実証実験の場となることなどが
考えられる。
（５）経済再生への貢献
・横浜市は、令和２年春以降、アリーナ、ホテル、国際会議場などの賑わい・集客施設が相次いで
オープンする。現在は、コロナ禍の中、オープンもままならないが、遅からず、新しい魅力と
して横浜の活力につながる。
・こうした施設とともに、新たな劇場整備が横浜の経済活性化に大きく貢献することが
求められる。ポストコロナの経済再生に向け、MICE・エンターテイメント・文化芸術の連携に
よる成長戦略を構築すべきである。
（６）ポストコロナ仕様による新たな劇場整備
・新たな劇場では、ポストコロナ仕様のわが国の先達として取り組む必要がある。感染症対策
としてハード、ソフト対策とともに、多様なデジタル装備など安全と利便性の向上につながる
対応を導入する。
・ニューノーマルの時代においては、劇場は閉じた空間で楽しむものという認識も変容する
可能性がある。横浜の芸術フェスティバルでも行っているベイサイドバレエのように、横浜の
街を背景とした屋外空間を活用した演出や、施設の仕様も有効である。
【コロナによって変わる価値観と変わらない本質】
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第２章

新たな劇場の取組方針

新たな劇場の取組方針を検討する上での基本的な考え方は次のとおりとする。
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１

わが国を代表する劇場としての取組方針

これまでの新たな劇場の目標及びポストコロナにおける劇場整備の検討の中で、わが国を
代表する劇場となるために、特に取組むべきことについて取りまとめる。
１ 世界トップレベルのバレエ・オペラの日常的公演 ～わが国を代表する質の高い公演～
国内外のトップレベルのバレエ団、オペラ団の公演が日常的に行われている(国内・アジア各都市
の劇場との比較において、公演プログラム数がかなり多い)状態を目指す。そのためには、
これまでの民間主導による招聘だけではなく、劇場(横浜市)が主体となり、諸外国との劇場
ネットワークを活用し、積極的に実演団体を招聘する。
２ 高い芸術性と創造力の発揮 ～わが国を代表する高い芸術性～
バレエ団など実演団体による新作、新演出など新たな制作を促進する。その際、国内外の実演団体
同士の交流、上演ジャンルを超えた連携、新技術による演出など、横浜の劇場ならではの高い
芸術性と創造力を発揮する。また、海外実演団体の新作、新演出の作品の初演の場として、横浜の
劇場がアジアの拠点として選ばれることを目指す。
３ 技術革新の進展に対応するスマート劇場 ～わが国を代表する実証実験の場～
劇場は、リアルな人と人のふれあう場であるとともに、新たな技術によるこれまでにない感動や
顧客の拡大などにつなげられる。特に、映像や配信のための技術は、劇場の価値を大きく変える
ことが可能である。デジタルトランスフォーメーションに向けた技術革新として、劇場を
アーティストとの連携による多様な実証実験の場として活用する。
４ 劇場発の賑わいづくり ～わが国を代表する賑わい～
横浜市における芸術フェスティバルの実績を生かし、文化芸術による横浜のプレゼンス向上に
劇場がリーダーシップを発揮する。また、首都圏の代表的な都市開発であるみなとみらい２１
地区の新たな開発エリアである観光エンターテイメントゾーンを中心とした賑わい創出に
繋げる。また、横浜みなとみらいホール、横浜美術館と連携した芸術創造やフェスティバルなども
有効である。
５ 育成機能の充実
～わが国を代表する人材輩出～
わが国の舞台芸術の人材育成機能は、プログラムとして充実しておらず、特にバレエでは、才能の
ある人材が海外に流出しているケースも多い。体系的に人材育成できる機能を関係機関と連携
して劇場整備に併せて導入する。これにより、横浜の劇場がバレエ界の活性化に先導的役割を
発揮するとともに、劇場として高い芸術性と創造力の持続性確保に貢献する。
６ 顧客視点での感動の創出
～最高の感動～
質の高い芸術が人々にもたらす感動と記憶は舞台芸術の大事な効用である。優れた公演
プログラムとともに、劇場の外観、エントランス、ホワイエ、観客席などの劇場空間、そして、
顧客へのサービスなどが一体となり、顧客への感動体験につなげられるようにすべきである。
７ ネットワークづくり
～わが国の舞台芸術の発展へ～
これまでの海外交流の蓄積を生かした海外劇場とのネットワーク化、また、国内劇場との連携を
推進する。さらに、民間としての活動が主体であり、全体としての連携が必ずしも十分ではない
実演団体について、新たな劇場が主体となってつながりを強化する。こうしたネットワーク
づくりが、わが国全体としての芸術の創造と発信に貢献する。
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２

市民生活を支える社会的基盤としての取組方針

（１）次世代育成
ア 本物体験の場づくり
令和元年度から小学 4 年生を対象に本物体験として、バレエ鑑賞をスタートさせ、多くの
子どもたちの感動につながった。こうした取組をきっかけに、新たな劇場で子ども向け
プログラムを制作し、多くの子どもたちに感動の機会を創出する。また、子ども向け
フェスティバルなど、実演団体の連携により子どもたちが舞台芸術に触れ、参加するなどの場
を設ける。
イ 地域活動への参加(アウトリーチ)
当劇場で上演する国内外のトップクラスの実演団体の有志の方々が地域社会や学校などへ
出向いていただく機会を創出する。子どもたちがアーティストと身近な場で直接交流する
ことにより、芸術への意識や意欲の向上につながるとともに、表現力・創造力等の育成に寄与
する。また、地域における賑わいづくりにも貢献することが考えられる。あわせて、上演団体
だけではなく、舞台芸術に携わるアーティストの方々の地域参加への、コーディネートの
役割を果たすこととする。
ウ 若者の参加促進
バレエ、オペラなどの公演は、チケット代が高価、また、敷居が高い印象から、特に若者の
参加が少ない傾向にある。例えば、親子や 30 歳以下の若者などへの割引制度を導入すること
により、直接体験する機会を増やし、将来の創客につなげるなど、舞台芸術の裾野を支える
取組を検討する。
（２）地域コミュニティの活性化
横浜市では、地域社会において多くの文化芸術活動が熱心に行われている。こうした活動、
世代間交流、高齢者の生きがいづくりなど、地域コミュニティの重要な要素を構成している。
新たな劇場は、活動の場である地区センター、区民文化センターなどと連携し、講師派遣など
により、地域活動の活性化に貢献する。
（３）社会包摂
障害者やひきこもりがちな人などが、芸術とのふれあいを通じて一人ひとりが潜在能力を
発揮し、エンパワーメント、社会参加の促進につながったという事例もある。劇場や地域施設
へのアウトリーチによるワークショップなどの開催や、双方向性のある映像・配信技術等により
社会包摂の取組を推進する。
（４）国際交流・多文化共生
これまでの、横浜市の国際連携や交流で培ってきた実績を、文化芸術の交流に生かす。海外の
劇場との連携などを通じて、実演団体の招致とともに、都市間の交流につなげる。また、アジア
の舞台芸術に着目し、新たな劇場で初演いただき双方で国内外に発信するなど、支援に
つなげる。
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第３章
１

事業計画の見通しの検討について

事業内容の方向性

事業計画の見通しとして、年間プログラム骨子、収支計画骨子、財源確保の考え方、運営主体の
あり方、関連業務の骨子、施設計画骨子、概算事業費、スケジュールなどを取りまとめることと
する。
（１）鑑賞事業
トップレベルの国内及び海外の舞台芸術として、バレエ公演を主体として、定期的にオペラ公演
を行う。また、ミュージカルなど、優れた舞台芸術を身近に鑑賞できる機会を提供する。また、
新たな映像・配信技術の活用により、劇場外でもリアルに鑑賞できるようにする。
（２）創造と発信事業
国内外の実演団体の新作、新演出など新たな制作を促進し、発信する。その際、実演団体同士の
交流、ジャンルを超えた連携、新技術による演出など、高い芸術性と創造力を発揮する。また、
新たな映像・配信技術の活用により、海外の初演などの映像公演に取り組む。
（３）次世代育成と社会包摂、地域の活性化
子どもたちを対象とした本物の舞台芸術の体験の場づくりを拡大する。また、劇場
ネットワークの活用などによる子ども向けプログラムの制作を行う。実演団体と連携し、地域や
学校へ派遣するアウトリーチや劇場でのワークショップなどを展開する。
（４）実演家の育成
リハーサル・スタジオ室などを充実させ、拠点化する実演団体などと連携した育成(スクール)
機能を強化する。
（５）国際交流・国際貢献
海外のトップクラスの劇場との提携を通じた実演団体の定期公演とともに、文化芸術の交流に
つなげる。また、アジア諸都市との交流を通じた実演団体の招致や育成につなげる。
（６）交流・環境創出
賑わい創出の一環としての芸術フェスティバルの開催や、劇場利用者に限らず集客交流拠点と
しての機能強化もはかる。劇場のブランド創造につながる一流のレストランやカフェ、
物販店舗の入居、また、オープンスペースや屋上空間について良好な環境を維持、創出する。
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２

収支の考え方

（１） 収支の考え方（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
収支の構造は以下のように考えられる。
ア

支出構造

（ア）管理費
施設管理費(施設維持費、光熱水費等)、組織運営費(事務費、人件費等)、広報 ・
プロモーション費など
（イ）事業費
運営管理者が主催者として実施する事業に係る経費
公演や次世代育成、実演団体育成、地域交流にかかる費用など
イ

収入構造

（ア）チケット収入、施設利用料など
自主事業及び共催事業でチケット販売を担うものによるチケット収入、また、貸館事業に
よる使用料など
（イ）関連委託収入
例えば普及啓発や次世代育成、国際交流事業など、劇場のノウハウを生かした事業を市や
関連部門から受託する際の費用など
（ウ）国からの補助金
文化庁からの劇場間の連携プロジェクトや芸術フェスティバルなどへの補助金など
（エ）公費ほか多様な財源
支出に関するものについては、チケット収入等だけで賄えるものではなく、公的性質から
事業費計上しているため、公費含めた多様な財源を活用する。また、運営全般含めて
劇場の高い芸術性の確保のため、民間資金の確保を進める必要がある。
（２）自主事業及び貸館事業について（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
【現状】
・自主事業は、劇場運営者の主催によるプログラムである。企画内容により、劇場の存在意義を
示す手段となる一方、事業収支などの責任は劇場運営者が負うこととなる。
・貸館事業は、集客の有無に関わらず使用料としての収入があり、公演自体の事業収支に関する
リスクは貸館利用者が負う。劇場が貸館利用に対し、上演ジャンルを特定するなど制約を
設ければ貸館利用者が減り、一方で、制約を少なくすれば、貸館利用者及び上演ジャンルの
範囲は広がり、多目的化するという課題がある。わが国の劇場では、収益確保の視点から年間
事業の多くを貸館事業としている例が多い。
【方向性】
劇場の存在意義の発揮と高い芸術性の維持向上、文化芸術の創造と発信のため、当面は、自主
事業を主体とする。一方、実演団体の収益力も考慮し、実演団体などと連携した共催事業の導入
も検討していく。貸館事業は、劇場のミッションに適合したプログラムにおいて実施していく。
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３

プログラム設定の考え方（事業内容（１）、（２）について）

（１）鑑賞事業
ア

国内の本格的バレエ団、オペラ団による定期公演
拠点化する予定のバレエ団の定期公演に加え、国内バレエ団、オペラ団の強みを生かした、
定期的な国内巡回公演を当劇場で実施する。

イ

海外実演団体の積極的招聘
海外劇場との連携を生かしトップクラスのバレエ団、オペラ団を積極的に招聘する。国内
劇場とのネットワークを生かし、巡回公演することにより、コストダウンととも に
国としての舞台芸術の振興や次世代育成に貢献する。

ウ

国内外の優れた舞台芸術の公演
歌舞伎などの伝統芸能、ミュージカルなど、また、先進性のある優れた舞台芸術の公演に
より、新たな創造性の発揮につなげる。

（２）創造と発信事業
【国内の本格的バレエ団、オペラ団による新作、新演出の公演】
拠点化する予定のバレエ団及び国内の本格的なバレエ団、オペラ団による、当劇場における
高い芸術性、創造力の発揮に向け、積極的に新作、新演出の公演を行う。その際、国及び劇場
(横浜市)による支援、また、劇場ネットワークの活用などにより推進する。
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（３）プログラムの試算[ケース１](※１)
ジャンル

公演
回数
(※3)
20
20
10
12
62

自主
・
貸館

備

新作・新演出
レパートリー
巡回公演
海外招聘
計

プログラム
(作品）数
(※2)
5
5
10
3
23

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

貸館
自主

本格的国内バレエ団参加
海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

新作・新演出

1

6

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

5
2
8
10
年間

5
8
19
20

貸館
自主

手

バレエ

法

巡回公演
海外招聘
計

オペラ

上記以外の
舞台芸術

※１

考

海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

自主
貸館

プログラム試算については、事業計画の見通しを立てるために作成したものであり、今後の
公演内容・回数・自主/貸館事業の実施等を決定づけるものではない。

※２ プログラム（作品）数…１つの演目で複数日に渡って公演する場合、１本とカウントする。
※３ 公演回数…公演する回数、同一日に２度公演した場合には２回とカウントする。
【東京文化会館と新たな劇場の割合分析】
プログラムの試算を元に事務局にて新たな劇場の公演回数の割合（案）を分析した。

バレエ・オペラ
公演ジャンルの割合
その他
自主
自主と貸館の割合
貸館

東京文化会館
(H30年度)
56.1%
(101回)
43.9%
(79回)
5.0%
(9回)
95.0%
(171回)

新たな劇場案
52.6%
(81回)
47.4%
(73回)
55.8%
(86回)
44.2%
(68回)

東京文化会館は、ホームページより事務局調べ
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（参考）主要劇場のジャンル及び事業傾向について
【各劇場の主要ホールにおけるジャンル及び事業傾向】

※ホームページ等より事務局調べ
※公演回数より割合を算出
※新国立劇場は、貸館における公演数が不明なため、貸館日数より推測
※オーチャードホールは貸館における公演数が不明なため、HP 掲載の 2020 年 7～11 月の公演カレンダー
より推測

【各劇場のジャンルごとの公演回数（H30 年度）】
オペラ
自主 貸館
新国立劇場
(オペラパレス)
東京文化会館
(大ホール)
兵庫県立芸術文化セン
ター(KOBELCO大ホール)
びわ湖ホール
(大ホール)
神奈川県民ホール
(大ホール)
Bunkamura
オーチャードホール

公演回数(回)
バレエ
その他
自主 貸館 自主 貸館

情報元

計
自主

貸館

60

不明

37

不明

2

不明

99

不明 事業報告書

0

28

0

73

9

70

9

171 ホームページの公演情報

13

1

6

2

89

55

108

58 ホームページの公演情報

11

2

1

1

32

76

44

5

0

8

5

8

137

21

0

不明

5

不明

21

不明

26

ホームページの公演情報
年報
ホームページの公演情報
142
事業報告書
79

不明 ホームページの公演情報

※ホームページ等より事務局調べ
※プログラム数の調査のため、天候等による中止は開催したものとしてカウント
※びわ湖ホールは、HP の公演情報(通常公演)と H30 年度年報(普及、共催事業)から算出
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４

公費負担を含めた財源の考え方

（１）公費負担を含めた財源の考え方
・昨年度の提言では、公費の負担について、単なる収支の差分を埋めるものではないことや、
一方で収支に偏りすぎて芸術性を低下させてはならないこと、また、公費は戦略的投資として
位置づけ、例えば、次世代育成や横浜のプレゼンスの向上につなげる投資とすることなどが
盛り込まれている。
・そこで、p.11「事業内容の方向性」について、次の案を市費支出の考え方案として議論する。
〇鑑賞事業である通常のバレエ・オペラ・その他のジャンルの公演は、自主、貸館事業あわせて、
全体として収支が賄えるようにすることが可能か。
〇創造と発信事業は、これまでも、国の補助金が投入されており、引き続き、積極的に補助金を
入れていくとともに、補う分として市費を投入することも考えられる。なお、国には、補助金の
拡大や新設について働きかける。
〇次世代育成・社会包摂・地域の活性化、国際交流・国際貢献については、これまで市の事業
として実施しており、引き続き、市の事業として劇場が実施するべきと考える。なお、国には、
補助金の拡大や新設について働きかける。
〇交流・環境創出では、フェスティバルの展開などに国の補助金が投入されており、引き続き、
補助金を入れていくとともに、補う分として市費を投入するべきと考える。
〇施設管理、組織運営に伴う費用は、これまでの指定管理の考え方に基づき、必要分は市費で
負担するべきと考える。
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（参考）指定管理の収支の考え方
市の公の施設の管理においては、市が直営で管理する方法、指定管理者が管理を行う方法、管理を
業務委託する方法がある。多様化するニーズへの効果的・効率的な対応、市民サービスの向上や
経費の節減といった観点では、指定管理や業務委託といった民間力の活用が効果的である。業務
委託の場合、チケット収入や施設使用料といった収益は市に納められる。一方で指定管理の場合、
これらの収益を直接指定管理者が得ることができる。指定管理者制度を採り入れることで、施設
管理者が積極的に創客などの収益拡大の取組を行い、結果として公費の負担を下げることが期待
できる。

⽀出

収⼊
公

管

費

理
運

事

営

業

費
利益

損失
損失

収
益
利益

指定管理者制度における、管理運営費の考え方には次の３通りがある。
① 管理運営費の全てを公費にて負担する
② 管理運営費を公費と指定管理者が事業で得た収益で賄う
③ 管理運営費の全てを指定管理者が事業で得た収益で賄う
劇場の運営には施設管理費や組織運営費等の固定費がかかることから、管理運営費の全てを
指定管理者が事業で得た収益で賄うことは困難である。他都市を含め多くの劇場の管理運営に
おいては、公費と指定管理者が得た収益で賄う考え方を採用している。公費については、その都度
自治体が予算計上して支出しているが、収支の差分を埋めるという発想が中心となっている。
横浜市の新たな劇場においても、事業で得た収益のみで全ての支出を賄うことは困難であるが、
国の補助金、民間投資などと合わせ「何に対し公費で負担し、それがどういった効果をもたらす
のか」という視点から「戦略的投資」により対応すべきである。政策的効果の発現につながる支出
となるようにすべきである。
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（２） 国の補助金制度について
事業名

補助対象

対象者

・公演活動（オーケストラ、オペラ、バレエ、
ミュージカル等）に対して支援
・複数年計画支援、公演事業支援
我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの劇場・
音楽堂が行う事業を総合的に支援

一 定 の 要 件 を
満たす、法人格を
有する芸術団体
劇場等設置者・
運営者

鑑賞
人材育成
普及啓発

劇場・音楽堂等が自ら主催し、経費を負担して行う
もので、地域住民や実演家団体等とともに取り組む、
特 色 あ る 優 れ た 実 演 芸 術 に 関 す る 「 公 演 事 業 」、
「人材養成事業」
、「普及啓発事業」を支援

劇場等設置者・ 運
営者、実行委員会
(設置者、運営者、
地方公共団体、
実演芸術団体等で
構成)

創作

複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術団体 劇 場 等 設 置 者 ・
（国内に限る）と共同して行う、実演芸術（音楽、舞踊、 運営者
演劇）の新たな創造活動（新作、新演出、新振付、
翻訳初演等）による公演

劇場・音楽
堂等間ネッ
トワーク強
化事業
国際芸術交流支援
事業

鑑賞

新進芸術家海外研修
制度

人材育成

国際文化芸術発信
拠点形成事業

鑑賞
普及啓発

文化芸術創造拠点
形成事業

鑑賞
普及啓発

現代舞台芸術創造
普及活動

鑑賞

劇場・音楽堂等又は実演芸術団体が主体となって企画・
制作する質の高い実演芸術の公演を、複数の
都道府県内の劇場・音楽堂等を巡回して実施する場合、
当該巡回公演に要する旅費及び運搬費に対して助成
国内外で実施する実演芸術の公演活動を支援
(オーケストラ、オペラ、バレエ、ミュージカル等の
分野における、海外公演、国際共同制作公演（海外公演、
国内公演）、国際フェスティバル)
新進の芸術家等が、その専門分野について海外に
おいて実践的な研修に専念できるよう渡航費及び
滞在費を支援
芸術祭等の文化芸術事業をコアとし、他分野との
有機的な連携を図ることで継続的に世界にアピール
できる我が国を代表する国際文化芸術発信拠点を
形成する総合的な取組を支援
・地方公共団体が主体となり、住民や芸・産学官と
ともに実施する、地域の文化芸術資源を活用した
取組を支援
・地方公共団体等による文化芸術分野の専門的人材の
確保、地域の文化施策推進体制を構築する取組を
支援
オーケストラ、オペラ、バレエ、演劇等の分野で青少年、
市民を対象とした親しみやすい公演や芸術活動の裾野
を広げることをねらいとする公演活動に助成

舞台芸術創造活動活
性化事業

劇場・
音楽堂
等機能
強化推
進事業

劇場音楽堂
等機能強化
総合支援
事業
地域の中核
劇場・音楽
堂等活性化
事業

共同制作
支援事業

分野
鑑賞

鑑賞

鑑賞
創作

劇場等設置者・
運営者
実演芸術団体
芸術団体（一般
社団法人、公益
社団法人等）
各分野における
新進の芸術家等
地方公共団体、
地方公共団体を
中核とした実行
委員会
地方公共団体

実演団体

※文化庁ホームページ等より事務局調べ

※「劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業」
（我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの劇場・
音楽堂が行う事業を総合的に支援）は５年採択事業のため、令和２年度は募集なし。
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第４章
１

運営団体の考え方

背景

・わが国では、実演団体の多くが民間団体として営まれている。そのため、練習場所の確保、
中長期的な人材育成、経営基盤などが弱い状況である。
・一方、民間活動であるがゆえに、興行面などにおいて運営への厳しい視点を含んだ自主性のある
運営が行われている。運営法人としては、公益財団法人、株式会社などの形式が多い。
・ヨーロッパでは、劇場に所属している実演団体(オペラ、バレエ、オーケストラなど)が多く、
公的機関として位置づけられているものもある。
・こうした状況の中、劇場における高い芸術性と創造力の発揮、賑わいづくり、育成システムなどを
構築するためには、劇場と実演団体のつながりの強化が求められる。

２

新たな劇場における検討の選択肢
特徴

国内における
主な例

① ヨーロッパ型
② フランチャイズ型

【劇場が実演団体を専属上演団体として抱える】
・ヨーロッパのように、劇場と実演団体が一体となることで高い芸術性や
創造力の発揮、育成の強化につなげられる。
・既存の実演団体または新たな実演団体を抱えるケースが考えられる。
・劇場と団員との間に雇用契約が発生し、人件費、運営費などが高価になる。
・新規団体設立において、定期的にメンバーを入れ替える育成型であれば、
人材競合の可能性は低い。
【フランチャイズ契約をした実演団体が劇場を優先的に利用する】
・いわゆるフランチャイズとなる実演団体が、劇場を拠点化して活動する
例は少ないため、専属上演団体を抱えた劇場のような高い芸術性 や
創造力の発揮は困難。
・劇場と実演団体が緩やかな関係であるため、既存団体との競合や人件費・
運営費などが高価になるなどの課題はない。

③ 新たな関係性

劇場が高い芸術性や創造力を発揮でき、また、人件費・運営費など経費の
面でも持続可能な運用ができるよう、既存の実演団体との「新たな関係性」
を構築する。
例：
【実演団体と運営主体の一体化(既存の実演団体を包含した運営主体)】
・既存の実演団体を包含した運営主体が、劇場の管理運営を担うことに
伴い、その実演団体が劇場を拠点化する。
（豊中市文化芸術センターの指定管理者グループの 1 社として、
（公財）日本センチュリー交響楽団が参画）
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・新国立劇場
(バレエ団、合唱団)

・兵庫県立芸術文化センター
(管弦楽団)
・びわ湖ホール
(声楽アンサンブル)

・オーチャード
ホール
(Ｋバレエ団)

・ すみだトリフォニー
ホール

(新日本フィル)

ほか

第５章

新たな劇場の検討候補地について

「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会」において、横浜のまちづくりの状況を踏まえ、
みなとみらい２１地区を対象エリアとし、街区の選定にあたっては、現在の土地利用の状況、
まちづくり方針との整合性、劇場計画にふさわしい敷地規模を検討し、60・61 街区を検討候補地
とした。
（１）対象のエリア
横浜のまちづくりの中心であり、多くの文化芸術施設の集積、利便性の高さなどを考慮し、
都心臨海部を対象のエリアとする。
【都心臨海部】
【恵まれた⽴地特性】

※瑞穂ふ頭地区については、都⼼臨海部に隣接し広⼤な
⾯積を有しますが、⽶軍と返還合意されていないため、
返還後の活⽤について、今後検討します。

（出典

横浜市都心臨海部再生マスタープラン（平成27年2月））

（２）整備検討する地区
都心臨海部において、劇場整備にもっともふさわしい都市環境を備えている地区として、
みなとみらい２１地区とする。
ア

インフラの充実
道路、公園、鉄道等の都市基盤施設の整備が進んでおり、良好な都市環境が形成されている。
交通利便性にも優れており、国内外からの広域的なアクセスにも恵まれている。また、比較的
大きな面積の街区が多く、街区ごとに計画的なまちづくり誘導が進み魅力を高めている。

イ

横浜らしい景観形成
都心臨海部のウォーターフロント沿いの魅力ある開発が進んでいる。また、みなとみらい２１
地区は海につながる景観を基軸としている。劇場は一般的にその存在がまちにとって大きな
役割を果たす場合が多く、みなとみらい２１地区における新たな象徴となり得る。
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ウ

高い相乗効果の発揮
みなとみらい２１地区には、高質なホテル、エンターテイメント施設、文化芸術施設、MICE
施設、商業施設などが集積している。こうした施設と相まって、劇場での鑑賞とともに、宿泊、
ショッピング、業務、ナイトタイムエコノミーなど多様な行動がつながることによる経済活力
が期待される。

エ

街区の大きさ
劇場整備は平面的に利用できる面積の大きさがその価値を高める場合が多い。みなとみらい
２１地区には、比較的面積が広い街区があるため、劇場計画には極めて有利である。

（３）街区の選定
まちづくり方針との整合をはかり、
「観光・エンターテイメント」ゾーンの中で、未利用土地
である 60・61 街区を検討候補地とする。
60・61 街区

面積(㎡)

建ぺい率/容積率(%)

所有

約 23,000 ㎡

80/600

横浜市

【参考① まちづくりの方針】

・ みなとみらい２１中央地区では、都市計画法にもとづく地区計画により、土地利用の方針を
さだめている。
・ インターナショナルゾーンによる観光・エンターテイメントを軸としたまちづくりや、ビジネス
ゾーンにおけるオープンイノベーションの誘発に資する施設誘導など、近年の開発動向を捉えた
方針等により、地区の魅力向上につながるまちづくりを進めている。
【参考② 敷地規模】

・ 劇場は、他都市の状況などを考慮すると、敷地面積としては、10,000 ㎡～20,000 ㎡であること、
劇場の形態としては、立体的に利用するよりも平面的に利用することの方が有利であることから、
未利用土地の中で、面積の広い街区が望ましい。
【参考③ 未利用地の状況】
未利⽤地
⾯積（㎡）
①
38 街区
約 5,000 ㎡
②
52 街区
約 12,000 ㎡
約 4,000 ㎡
③
57 街区
④
※１

60･61 街区

所有
⺠間
※１
国・横浜市

MM 本町⼩学校を除く

横浜市

約 23,000 ㎡

横浜市

公募実施に向けて、国と横浜市が現在協議中。
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まちづくりの⽅針
〇ビジネスゾーン
〇ビジネスゾーン
〇ビジネスゾーン

敷地規模
△
〇
△

◎インターナショナルゾーン
（観光・エンターテイメント）

〇

【みなとみらい２１中央地区】

（４）60・61 街区の活用にあたって生じる一般会計負担について
60・61 街区は、第三セクター等改革推進債（以下「三セク債」という。）を活用して解散した横浜市
土地開発公社（以下「公社」という。）から承継した土地と埋立事業会計の売却用地であり、土地
売却収入を三セク債の償還財源や埋立事業会計の事業収入とすべき土地である。そのため、今後、
劇場の事業手法の検討や事業費の算定などの作業を進めるにあたっては、一般会計負担となる土地
の費用（一般財源充当額）も含めて検討する必要がある。
【参考④

三セク債償還財源について】

三セク債の償還については、公社から承継した土地の売却収入等を充て、不足分を一般財源で充当
することとしている。
60･61 街区を劇場用地として活用する場合の一般財源充当額は、令和２年度予算時における売却価格
や金利等から試算（以下「令和２年度予算時試算」という。）した場合、
「ア 償還財源」の一般財源
充当額 568 億円（①）に、
「イ 60･61 街区の土地評価額」の 78 億円（②）を加えた 646 億円(③)(※)
となる。
※土地評価額などは実際に劇場用地として活用する時点で改めて算定予定。
ア

償還財源
土地売却収入等

一般財源充当額

計

公社解散時（参考）

８４８億円

５９８億円

１，４４６億円

令和２年度予算時試算

８５４億円

５６８億円（①）

１，４２２億円
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イ

60･61 街区の土地評価額
公社解散時（参考）

８８億円

令和２年度予算時試算
ウ

７８億円（②）

60･61 街区を劇場用地として活用する場合の償還財源
土地売却収入等
令和２年度予算時試算

【参考⑤

７７６億円

一般財源充当額

計

６４６億円（③）

１，４２２億円

埋立事業会計の売却用地】

60･61 街区については、公社から承継した土地に加え、埋立事業会計売却用地があり、埋立事業会計
への土地の買取費用として 50 億円が生じる。
【参考⑥

三セク債を活用した公社の解散】

公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、横浜市によって設立され、事業に必要な
土地を本市に代わって先行取得し、街づくりに大きく貢献。しかし、街づくりの進展に伴い、
「公社に依頼し新たに土地を取得する必要性が薄れたこと」や「厳しい財政状況の中で、事業化の
進捗が遅れ、土地の取得にかかる借入金の金利負担が増加していること」などから、財政健全化の
一環として将来の財政負担を軽減するため、三セク債を活用し平成 25 年度に解散。
＊三セク債とは、地方公社や第三セクターなどの抜本的改革を集中的に行うため、平成 21 年度から
25 年度までの時限措置として発行が認められた特別な地方債で、第三セクター等の廃止、解散等に
要する経費について措置されるもの。
【参考⑦ みなとみらい２１地区 60・61 街区の土地の価格】（※）
近隣街区での土地売却予定価格（令和元年 10 月１日時点）により積算（※）すると、60･61 街区の
土地価格は約１３５億円。
所管等

面積（ha）

時

価

財政局（三セク債）

１．４

約８２億円

港湾局（埋立事業会計）

０．９

約５３億円

２．３

約１３５億円

合

計

※62 街区（22,188.34 ㎡）

12,369,432,847 円（589,100 円/㎡）

新たな劇場の検討候補地にかかる経費について、本来は昨年度の検討委員会で説明すべき内容で
あった旨、令和２年度予算審議の際、議会から指摘を受けました。また、第１回目の部会の冒頭で説明が
なかった点についても指摘がありました。
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